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スタジオを飛び出し世界へ：学校や職場でヨガを教える 

 
ヨガが次に開拓する分野とは、学
校、病院、そして企業との統合を
図ることです。それは、これら以
外の場所ではヨガを経験しないで
あろう多くの人々にヨガを届ける
ことです。ヨガ教師にとって、こ
の変化は何を意味するのでしょう
か？クリパルヨガ・イン・スクー
ルズ（KYIS）のプログラム・リー
ダーであるジャンナ・デルガドと
イオナ・スミス、さらにはヘルス
ケア（医療機関や健康管理）に携
わる人々にヨガを教えるクリステ
ィ・ニューハートとアンジェラ・
ウィルソンに話を聞きました。
2013 年 10 月の KYTA コンファ
レンスで、ジャンナとイオナは「学
校で教えるヨガ」のワークショッ
プをリードします。一方、クリス
ティとアンジェラは「職場でヨガ
を教えることの挑戦と好機」のワ
ークショップを指導します。 
 
Yoga Bulletin: ヨガ教師は、学
校や職場へどのようにアプローチ
したらいいのでしょうか？ 

クリスティ：大胆でいること！組
織の中で、教員や職員の健康管理
を担当している人を見つける、も
しくはそこで働いている人の中で
ヨガに興味がある人を見つけまし
ょう。普段ヨガを教えないような
場所で教える心の準備をしましょ
う。私たちが担当している職場で
のヨガクラスでは、騒音や明るい
頭上の照明がありましたが、参加
者はみな気にしていませんでした。
私はそういう環境においてもヨガ
をするスペースが確保できること、
そしてヨガがそんな中でも効果的
であることを知りました。 
 
ジャンナ：学校組織の中で、自分
が持っているコネクションからと
りあえず当たってみることをお勧
めします。PTA といった団体や、
学校で働く職員に知り合いがいれ
ば、そこからアプローチを始めま
しょう。ヨガが効果的であるとい
う科学的証拠を示すのと同時に、
私たちが彼らとどういう人間関係
を築くかが鍵となります。正当性

が認められている KYIS のような
カリキュラムをプレゼンテーショ
ンするのが、こういう場面で非常
に有効になるのです。 
 
アンジェラ：このチャンスは長期
に渡るものだと考えてください。
最初のクラスに４人しか参加者が
いなかったとしても、がっかりし
ないで。噂が広まっていきます。
その 4 人が素晴らしい時間を過ご
したら、そこから広まってさらに
多くの人がクラスに出てみたいと
思うでしょう。練習を信じてくだ
さい。 
 
YB：こうした人たち向けのヨガプ
ログラムを作成する際に知ってお
くべきことは？ 
イオナ：過去 5 年間に経験した試
行錯誤から、私たちは若者にヨガ
を教えるには特別なスキルが必要
であることを学びました。「学校で
教えるクリパルヨガ」教師養成コ
ース（6/28-7/5）をクリパルセ
ンターで初めて開催しますが、そ
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こでは私たちが学校で使っている
24 のレッスンカリキュラムを体
験してもらいます。コースの最後
にはスタートキットを持ち帰って
もらい、学校や若者グループにヨ
ガを教えるためのマーケティング
案もいくつか提供します。 
 
アンジェラ：私たちが職場で教え
るときは、ヨガがよいツールにな
ることを伝えます。より多くの幸
福感や繁栄をもたらすよう、自ら
の感情や思考を制御できるように
助けてくれるツールがヨガだと。
ヨガをスピリチュアルなツールと
してではなく、実用的なツールだ
と伝えれば、人はより興味を持っ
てくれます。私たちは、健康管理
や精神衛生に携わる職員、看護婦、
外科医といった職種の人たちを対
象にした“フロントライン・プロ
バイダー”プログラムのために、
多くの人が実際に役立つと感じら
れるストレス低減法やウェルネ
ス・プログラムを作成しました。
私たちが提供しているのは、さら
なる豊かさを得るために、より少
なく、よりしっかり生きるという
パラダイムシフトです。それは、
肉体にとどまり、マインドフルに
なるということ。私たちの文化に
おいては、多くのところで逆の考
え方をしていますね。 
 
クリスティ：シンプルなことはと
ても役に立ちます。最初は気づき

とともに呼吸してもらうだけでも
大きなことです。誰にでも簡単に
できて、理解しやすいようにしま
す。彼らは普段やっていることか
らの休息が必要なのです。ヨガを
体験するのに、課題のように感じ
たり、大変な努力をする必要はな
い、と理解してもらいましょう。 
 
イオナ：10 代の若者とヨガをや
るときは、「何のためにこれをやる
の？」という疑問が、彼らの興味
を引くための重要なきっかけとな
ります。そこで、私たちが提供す
るものは普段の生活に使えるセル
フケアのツールなのだと知っても
らうのです。生徒たちは、ヨガを
日常にどう活かしているかを話し
てくれます。片鼻ずつの呼吸をテ
ストの前にやってみるとか、怒り
のこもったメールを送る前に深呼
吸をしてみることで、喧嘩になる
前に話し合いに持ち込めた、とい
った話をしてくれます。 
 
YB:ジムやスタジオでは普通でき
ないようなサンガを、学校や職場
で、生徒の中に作るようを促せる
機会はありますか？ 
 
ジェンナ：ほとんどの生徒たちに
とって、これが初めてヨガに触れ
る機会になります。土台作りから
積みあげていく作業をみんなで一
緒にするので、その中から仲間意
識や団結が生まれます。生徒が何

かのスポーツのスター選手であろ
うが、ジムが嫌いな子であろうが、
みんな一緒にヨガをしているのだ
から、そこから遊び場をレベルア
ップしましょう、と語りかけます。 
 
イオナ：それを可能にするのは、
安全な場を作ること。そのことを
強調することです。教室という環
境で 10 代の若者が安全と感じる
ことはあまりなく、その感覚が残
りの人生にまで延長されることも
あります。ですからグループの中
で安全だと感じることで生徒たち
の間に強い絆を作ることにもなり
ます。それが普段だったら関わり
合わないようなグループ同士の若
者の間でもです。 
 
アンジェラ：職場では、私たちは
マットの上とマットの外でのヨガ
について教えています。例えば、
流れに乗る、判断抜きに自身を見
つめる、といったコンセプトです。
シェアリングは、だいたい普段の
職場でのコミュニケーションより
も繊細なので、最初はみんな少し
神経質になります。徐々にバリア
ーが薄れてくるに従って、よりオ
ープンになっていきます。８週間
のプログラムの後半には、親愛の
瞑想（loving-kindness 
 meditation）を入れていくのです
が、その頃には参加者の目に涙が
浮かんでいたり、非常に感情的な
体験をしていくようになります。
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そのおかげで、参加者はお互いの
つながりをより強くします。この
絆は個人同士にとって素晴らしい
だけでなく、その会社や組織にと
っても素晴らしいことなのです。
なぜなら、人がお互いに絆を感じ
れば、仕事の効率も上がるからで
す。 
 
YB：社会でヨガを教えることは、
ヨガ教師にとってよい生計となる
でしょうか？それともセーバー
（奉仕）としての活動になります
か？ 
 
ジャンナ：普通、学校では、ヨガ
プログラムへの資金を持ち合わせ
ていません。クリパルの「ティー
チング・フォア・ダイバーシティ
基金」のような基金を探すことも
できますし、地域の団体や企業に
スポンサーになってもらうことに
もトライできます。よい足がかり
ができれば、ヨガそのものが道を

開いてくれることもあります。ヨ
ガの効果が顕著になれば、学校が
プログラムのための資金を調達し
てくれるでしょう。 
 
クリスティ：割引料金でクラスを
してみたり、フリークラスを開催
して、より多くの人にクラスに参
加してもらえるような機会を作る
こともできます。団体や組織の上
層部の方に、あなたのクラスに参
加してもらうのが最も早いでしょ
う。彼らが気に入れば、口コミが
早く広がり、その組織のウェルネ
ス・プログラムとして、あなたの
サービスに対して資金提供しても
らえるかもしれません。 
 
イオナ：私の知り合いのヨガ講師
は学校教員向けのクラスと、病院
でのクラスを持っていますが、ど
ちらも雇用保険からヨガクラスへ
の給付が出ています。機関によっ
ては、福祉増進のヨガプログラム

に、保険給付があることさえ知ら
ない場合があります。 
YB：KYTA カンファレンスで開催
される、あなたがたのワークショ
ップがどんな内容なのか、少し教
えていただけますか？ 
 
イオナ：KYIS が行った調査結果や
その歴史の一部を発表します。ま
た、学校という環境で若者に教え
るためにデザインされた 35 分の
レッスンを参加者に体験してもら
います。 
 
クリスティ：これまでに私たちが
やってきたこと、何ができるのか
ということの一部を、参加者たち
に紹介しますが、同時に彼らの意
見も聞きたいですね。彼らのコミ
ュニティではどういう状況なのか、
どうなってほしいか、職場にヨガ
を持ち込むにはどういうサポート
が必要か、などを教えてもらいた
いと思います。

 
 
 

毛むくじゃらの友人とヨガ：犬と一緒の練習 
ステファニー・ノックス・キュボン 
 
私がヨガを教えるようになったの
は、多くの人たちと同じ動機から
です。ヨガは私の人生に変革をも
たらしてくれました。そのヨガが
与えてくれたギフトを他の人たち
とシェアしたいと思ったことがき
っかけです。私がクリパルを選ん
だ理由は、一言でいうと、スティ
ーヴン・コープのおかげです。ヨ
ガに出会った頃、いとこがスティ
ーヴン・コープの著書「Yoga and 
the Quest for the True Self（ヨ
ガと真なる自身の探求）」を読むよ
うに薦めてくれたのですが、彼が
クリパルについて書いていたこと
すべてから、クリパルは、私にと
って “ホームとなるヨガ（yoga 
home）”だと感じました。数年後、
ヨガ教師になることを考え始めた
とき、クリパル以外の場所で学ぶ

ことは頭にありませんでした。
2006 年に YTT を修了し、今もク
リパルはホームだと感じています。 
 
私はサンディエゴの郊外に住んで
いますが、犬にやさしいバー・レ
ストラン「Doghouse」という店
が近所にオープンしました。ある
夜、仕事のあと自宅に向かって歩
いていたとき、その店のオーナー
が私を追ってきました。「ねえ、あ
なたはヨガを教えているんです
か？」と彼が訊くので、「はい」と
答えました。たぶんヨガマットを
持って歩いている私を窓越しに見
ていたのでしょう。「犬と飼い主が
一緒にやるヨガのクラスを教える
ことに興味はない？」と訊かれた
ので、新しいことに NO というこ
とは決してないと思い、「ええ、あ

りますよ！」と私は答えました。 
 
そして「Doga Yoga:毛むくじゃら
の友人と行うヨガ」のクラスが生
まれたのです。私には少し経験が
ありました。私の犬、ロッキーは
私がヨガをやっていると、マット
の端や、そばに座ることが好きな
のです。そのことを頭に置きなが
ら、つながりというテーマを全体
的に持つクラスをデザインしまし
た。生徒とその犬がヨガを通して
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絆をもつ機会です。クラスの最初
は、まず生徒に犬に触れて、犬の
呼吸を感じてもらうことから始め
ます。その上で、自分の呼吸に意
識を向けてもらうようにします。
犬と近くにいられるように、主に
フロアのポーズを中心にクラスを
組み、下向きの犬や上向きの犬、
子犬、そしてみんなが大好きな消
火栓のポーズなどを練習します。
立ちポーズはあまり行いません
（ただし、上向きの人のポーズ、
別名：山のポーズはよくやります）。
なぜなら、首輪とひもをキープす
るのが難しいからです。 
 
私は犬にヨガを教えているわけで
はありません。彼らを管理しよう
とは全くしていないのです。犬た
ちは私たちがヨガを練習している
間、そこにいて、しかも友人であ
る人間と一緒にいるのを真に楽し
んでいるようです。犬たちは彼ら
なりの方法で練習しているのです。
最も大きな驚きは、いかに犬たち
がおとなしくしているかという点
です。当初、犬たちが一堂に会す
るとひどく混乱するのではないか
と心配しました。落ち着いた雰囲
気を保つ鍵は、ケイナイン・エデ
ュケーション（犬教育）のトレー
ナー、フェルナンドがそばにいて
くれること。彼はヨガマットを 3
等分に切って、犬用のかわいらし
いヨガマットを作ってくれました。
犬たちは紐につながれた状態でマ
ットに座り、楽しんでいるようで
す。彼らのお気に入りのポーズは、
なんといってもシャバアーサナで
す（誰に取ってもお気に入りのポ
ーズですよね？）。 
 

最大の報酬は、ヨガになじみのな
い人たちがクラスに来てくれるこ
と。私は常に、一般的とはいえな
いような場所でヨガを教えること、
こうした理由でもない限り、ヨガ
とは関係を持たなかったような
人々にヨガを紹介できることが使
命だと思ってきました。誰にでも
気軽に参加してもらえるように、
クラス受講料は低く設定し、また
場所がDoghouse というお店なの
で、参加者は朝食も取ることがで
きます。まさか私がバーでヨガを
教えることになるとは思ってもみ
ませんでした。しかし、スタジオ
だと居心地が悪いと感じる人たち
にヨガに親しんでもらえるなら、
私は喜んでやります！ 
 
犬たちがいることで、ある意味、
気づきにまた１つレイヤーを加え
る練習にもなります。犬たちは無
条件に愛することを知っています。

ヨガに目標があっても良いという
なら、生きとし生けるものすべて
と、この惑星への無条件の愛を育
むこと。私にとってはそれが真に
ヨガを実践する目標です。さらに、
犬たちは遊ぶということを知って
います。これは私たち大人が時々
忘れることではありませんか！私
たちの毛むくじゃらの友人たちか
ら、我々はヨガや人生について多
くを学ぶことができるのです。 
 
----  
ステファニー・ノックス・キュボ
ンは、クリパルヨガ教師であり、
KYTA メンバー。True Nature 
School of Yoga での 500 時間研
修を修了。平和教育者としても活
動しており、NPO 団体 Teachers 
Without Borders（国境なき教師
団）や国立平和アカデミー、米州
機構などの団体でオンライン・コ
ースやプログラムを指導している。
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YOGA EVERYWHERE 
学校の教員を癒す 
ヘレン・マクグローフリン 
 
 
 
 
 
 

公立の小学校で教えるということ
は、肉体的・知的にも、また感情
の次元でも信じられないほど大変
だということを、スクールカウン
セラーである私は、身をもって理
解しています。教員たちは無防備
で、しばしば風邪や流感、その他
の病気にかかります。彼らは、高
いレベルで仕事をし、一度に複数
の作業をすることが期待されます。
また、愛情深く、親切で、まめで
ある必要があり、生徒や親、思い
がけなく出くわした同僚と毎日の
ように話ができる時間をもつこと
が求められます。 
 
たくさんのことを求められるがた
めに、教員たちは極度の疲労に陥
りやすくなっています。教師の仕
事には多くのやりがいがあります
が、要望に応えようとすると、大
きな犠牲も伴います。よくあろう
と努力しているのに、支援されて
いないと感じる時、強い疲労と落
胆が密接な関係をもって襲ってく
ることを、私たちはヨガ教師とし
て知っています。 
 
2008 年にクリパルヨガ教師トレ
ーニングを修了した後、私は、カ
ウンセラーとして 10 年間過ごし
たメイン州という土地で、公立の
小学校の教師を対象とした無料ク
ラスを提供しはじめました。それ
は、小学校の教師たちの役に立ち
たいという切望と、ヨガ教師とし
て経験を積みたいという必要性に
力づけられてのことでした。私た
ちは、必需品もない中、幼稚園の
教室を使って、自分たちができる
範囲で練習を始めました。 

私が受け取った感謝の気持ちは、
計り知れません。ヨガには、極度
の疲労に陥るのを防ぎ、健やかさ
を育むツールがたくさんあります。
しかし、教員たちにはしばしば、
ヨガの練習を始めること、そして
続けていくことを妨げる障害があ
ります。その障害とは、お金やセ
ルフケアの経験が足りないことだ
ったり、また何か新しいことや馴
染みのないものを試すのに躊躇い
があることです。そんな障害に対
して、信頼できる仲間（元教師で
ある私）がヨガを指導するという
ことが、うってつけの処方箋でし
た。 
 
ヨガインストラクターとして教員
たちの要望に応えたいと思ったこ
とが、新しい方法で私の目を開か
せてくれました。彼らは皆、健康
や人生の幸福を創造したいと願っ

ていますが、私たちの環境は、そ
れを容易に実現させてくれません。
教員たちにとって、最も基本的な
セルフケア、たとえばリラックス
した昼食や休息をとること、トイ
レへ行くことでさえ、そのための
時間を見つけることは毎日の葛藤
です。教員たちを思う気持ちと、
ヨガ教師として成長したいという
思いから、彼らが学校という場を
離れて練習できる、癒しの空間を
見つけたいという願いが生まれま
した。 
 
私がクラスを始めた時、Teaching 
for Diversity(TFD)基金プログラ
ムがすぐに思い浮かびましたが、
最初は基金に申し込むことを躊躇
しました。無償または割引のラン
チを受給している子どもたちの数
が多いことから、私の学校が 
“Title One school”（低所得家庭
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の学徒数が多い学校を政府が援助
するプログラム）として認められ
ることは分かっていました。私は、
ヨガを通して生徒の役に立ちたい
と思い、2010 年にクリパルセン
ターよりレイチェル・グリーン奨
学金を得て、YogaEd（キッズヨガ）
トレーニングに参加しました。し
かし、私たちの建物は比較的新し
く、よく修繕されています。私た
ちは基本的な必需品も備えていま
した。近所は安全で、コミュニテ
ィには、私たちの家族を助けてく
れるサービスがあります。教員た
ちはたくさんのお金を稼いではい
ませんが、ホームレスや投獄者で
もなく、飢え、中毒、貧困を抱え
ているわけでもありません。彼ら
は、TFD が支援しようとしている、
恵まれない人々に当てはまるでし
ょうか？ 
 
彼らのことやその課題をよく知る

につれ、彼らに奉仕することは、
私たちの生徒や学校、そして広く
は地域に仕えることでもあると気
づくようになりました。「求めよ、
さらば与えられん」という言葉の
通り、私が与えられた TFD 基金に
よって、ほんのわずかな費用で学
校の近くにすてきなスタジオスペ
ースを借りることができました。
基金によって私は報酬を受け取る
こともできたし、教員たちのため
にクラスを無償で提供し続けたい
という最初からのヴィジョンも維
持できています。感謝の念は尽き
ることがありません。 
 
学校から離れ、癒しの空間にいる
ことは、ヨガ教師としての私と、
生徒としての教員たちの状況を一
変させました。どのクラスにも、
興奮や喜び、感謝が溢れています。
掃除機の轟音を聞かなくていいし、
邪魔されたり、放課後に生徒やそ

の両親に先生であることを求めら
れたりすることもないと知って、
私たちは完全にリラックスするこ
とができます。私たちはもっと容
易に自分の役割を脱ぎ捨て、より
自由にヨガのコミュニティを楽し
めるのです。教員たちがシャバア
ーサナで静かに休んでいるのを見
ると、彼らが今、恵まれているの
だと分かって、満足を覚えるので
す。 
 
----  
ヘレン・マクグローフリンは、ク
リパルヨガ教師、カウンセラー、
作家で、カウンセリングの診療に
ヨガを統合している。現在、「Calm 
and Alert: using Body, Mind and 
Breath to teach the Self- 
Regulation of learning Related 
Social Skills」というタイトルの本
を執筆中である。 

 


